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副校長 品川 尚子 

  

桜の季節から、新緑の季節となりました。新学期のスタートから、一か月たち、不安の中にも期

待に胸を躍らせながら入学式を迎えた新入生も、先生や友達と関わりながら、少しずつ、新しい環

境に慣れ、毎日元気に過ごしています。進級した在校生も、すっかり上級生らしくなりました。 

小学部では、今年度も子供たちが新学年になっての抱負を書いたり目標を立てたりしています。

子供たち自身の進級の喜びや、意気込みが感じられ、読んでいると、私自身も身が引き締まる思い

がします。子供たち一人一人の目標が年度末には達成できるよう、元気で有意義な学校生活を送っ

てほしいと願っています。 

 大塚ろう学校では、毎年この時期に、休日参観を各キャンパスで実施しています。４月２８日は

大塚ろう学校・本校、５月３日城東分教室、１２日永福分教室、２６日城南分教室と続きます。 

休日参観は、日頃お仕事等で学校に来られない御家族の方も、お子様の学校での様子を見ること

のできる良い機会ですので、ぜひ、足をお運びいただければと思います。新学年になって張り切っ

ている子供たちの学校生活の様子をぜひ御覧ください。 

 また、５月には、家庭訪問や個別面談が予定されています。お子様のことで、日頃気になってい

ることや新学年になって成長したこと、課題だと思うことなど、担任にお伝えください。 

面談のときに担任から「個別指導計画」や「学校生活支援シート」についてお知らせいたします。

これらは、一人一人のお子様に合わせた指導が的確になされるよう、保護者の皆様からのアンケー

トを基に作成し、必要に応じて改善、修正をしてまいります。御意見や御要望がありましたら遠慮

なく伝えていただき、充実した個別指導計画や学校生活支援シートにしていきたいと考えています。 

 今年度も学校と家庭が連携し、お子様の成長を一緒に見守っていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 大型連休が始まっています。新生活の緊張がとけてほっとする反面、体調が崩れやすいのもこの

時期です。健康に留意してお過ごしください。 

 

 

経営企画室から 

５月は、就学奨励費に係る課税（非課税）証明書の提出のお願いの通知を配布いたします。受給

調書提出時に「ア すべての経費の支給を希望」した世帯については、平成３０年度（平成２９年

分）の課税（非課税）証明書を必ず期限までに提出していただくようお願いいたします。証明書発

行開始日は、各区・市役所へお問い合わせください。 

  

OHTSUKA 

新学年になって 

今月号の内容 

副校長より     ・・・・表紙  

経営企画室から   ・・・・表紙 

新・転任者からのご挨拶・・・２，３ 

５月の予定     ・・・・４ 
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新・転任者からの挨拶 

 

はじめまして。光明学園から異動してきました山口

と申します。 

高校、特別支援学校は経験がありますが、ろう学校

は初めてなので、よろしくお願いします。 

 

 教員のスタートは難聴学級でした。早期教育を大切

にする大塚ろう学校に着任でき、御縁を感じています。 

前任（都立永福学園）では、高等部卒業後にも発揮

できる力をどう育てるか考えてきました。本校では、

194 名の子供たちの「今」を大切にし「未来」につ

ながる教育を、皆さんと一緒に進めたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 校長 朝日 滋也 

 初めまして。平成６年に東京都に採用されて以来

（江東ろう学校が初任校）、ずっとろう学校で働かせ

ていただいています。この度、伝統ある大塚ろう学校

に赴任し、身の引き締まる思いです。 

 分教室担当で、４校それぞれの良さを活かした聴覚

障害教育を推し進められるように、頑張ります。 

副校長  戸石 泉 

 

 中野特別支援学校から転入してきました棚澤（たな

ざわ）と申します。ろう学校は初めて、分教室のある

学校の勤務も初めて、幼稚部のある学校も初めてとい

うことで、初めてづくしで戸惑うことの多い毎日を過

ごしています。早く慣れるよう頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。 

経営企画室長  棚澤 寿夫 

 

 高島特別支援学校という、小中学部で児童・生徒が

３００人ほどいる学校から転入してきました。ろう学

校は初めてですが、１０年振りの幼稚部で、かわいい

子供たちと一緒に遊べて嬉しいです。 

 子供たちの興味・関心や気持ちに寄り添いながら、

「今日も楽しかった！」を目指してがんばります！ 

本校 幼稚部 菊地 晃代 

 １２年ぶりに大塚ろう学校へ戻ってきました。校歌

の伴奏が流れ始めると、自然と歌詞が思い出され、少

しずつ以前の記憶がよみがえってきています。小学部

の自立活動を担当させていただきますので、御家庭と

の連携を大切にしていきたいと思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本校  特別支援教育部 鈴木 恵美 

 昨年度は東京教師養成塾生として、教育実習をさせ

ていただいておりました。今年度からは教員となっ

て、大塚ろう学校の子供たちと一緒に勉強できること

をとても嬉しく思っています。 

 子供たちと一緒に、楽しく元気に頑張っていきます

ので、よろしくお願いいたします。 

本校 小学部 櫻井 小春 

 小学部４年１組を担任させていただいています。私

自身も耳がきこえません。キラキラした笑顔で生き生

きと活動や学習に取り組む大塚ろう学校の子供たち

と楽しく充実した日々を過ごせるよう、一人一人と丁

寧に向き合っていきたいと思っております。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

本校 小学部 大内 真梨奈 
本校 技能主事 山口 夢洋 

真梨奈 
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 都立多摩桜の丘学園から転任して参りました。かわ

いい幼稚部の子供たちと、毎日楽しく過ごしていま

す。他県のろう学校で勤務したことがあり、この度久

し振りにろう学校に赴任できることを嬉しく思いま

す。子供たちのまっすぐな好奇心や意欲を大切に、努

力して参ります。よろしくお願いいたします。 

永福 幼稚部 薤沢 智恵 

 練馬区立旭丘小学校から転任して参りました。明る

く元気で、何事にも一生懸命取り組む永福分教室の子

供たちと過ごす生活が始まり、子供たちからたくさん

のパワーをもらっています。手話を使って子供たちと

関わりを深められるように努力して参ります。よろし

くお願いいたします 
永福 小学部 堺 裕美 

 都立七生特別支援学校から参りました鈴木です。永

福分教室の子供たちと顔を合わせ、明るく元気な姿に

日々圧倒されています。毎日の学校生活で子供たちの

興味や意欲を大切にし、学びを深められる授業づくり

に励んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

永福 小学部 鈴木 友生花 

 徳島県立阿南支援学校より転任してきました。東京

で勤務することも、ろう学校で勤務することも初めて

なので緊張していましたが、子供たちの元気な姿を見

て安心することができました。日々精進していくので

よろしくお願いします。 

永福 小学部 多田 大祐 

大田区立開桜小学校から転任してまいりました。城

東分教室の４年１組の担任をしております。 

子供たちと一緒に楽しみながら、成長できる機会を

増やしていきたいです。精一杯頑張ります。よろしく

お願いいたします。 

 

 城東 小学部 渡邉 咲紀 

 昨年度は北特別支援学校にいました。素直で友達を

大切にする城東分教室の子供たちとの出会いに感謝

し、自分自身も一緒に成長していきたいです。「今日

は何があるのかな？」「知らないことが分かって楽し

かった！」と楽しく安心して通えるよう精一杯サポー

トしていきます。 城東 小学部 小俣 えりか 

 都立墨田特別支援学校から転任してまいりました。

とても緊張して始業式、入学式を迎えたのですが、元

気いっぱい、笑顔いっぱいの子供たちに出会い、緊張

はワクワク楽しい気持ちに変わりました。 

たくさん遊んで、たくさんお話しして、子供たち、

保護者の方々と一緒に成長していきたいです。どうぞ

よろしくお願いいいたします。 

 都立石神井特別支援学校から転任してまいりまし

た。城東分教室の温かい雰囲気や、子供たちの明るい

笑顔に出会い、すぐに大好きな学校になりました。 

子供たちが着実に成長していけるように、支え、見

守りながら、一生懸命頑張ります。よろしくお願いい

たします。 

城東 小学部 原田 有沙子 城東 幼稚部 関 悠 

 永福分教室でお世話になります鶴田佳菜子です。永

福分教室の子供たちと関わることができる機会に感

謝し、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

永福 小学部 鶴田 佳菜子 
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日 曜日 本校 城東分教室 城南分教室 永福分教室 

1 火 安全指導日・安全点検日 
児童朝会（小） 

城東特別支援学校と顔合わ

せ会 

安全指導日 
安全指導日 朝会（小） 

 

2 水 身体計測（幼） 交通安全教室（小） 身体計測  

3 木  
休日参観日 

ＰＴＡ総会 
(憲法記念日） 

4 金 (みどりの日） 

5 土 （こどもの日） 

6 日   

7 月 
小学部朝会、個別面談・特
別時程週間（～18） 、給食

開始（幼１） 

振替休業日 給食開始（幼１） 
家庭訪問週間（～18日） 

給食開始（幼１） 

8 火 
補聴器相談、  尿検査２次 

耳鼻科検診 

朝集会 
内科検診 
給食開始（幼１） 

眼科検診 
防災教育講演会（小） 

補聴器相談 

9 水 
尿検査２次、 

心臓検診（小１）、 

清和小交流（小３） 

眼科検診 
体力測定（小） 

交通安全教室 委員会（小高） 

10 木 
保育園交流（幼）、生活科見

学(小２）、社会科見学（小３） 

ＳＳＷ来校 

補聴器相談 
避難訓練 
城南特別支援学校との対面
式 

補聴器相談  

すぎなみタイム（小） 
 

11 金 
社会見学（１.２.３年４組、６年

２組） 
美術館見学（小） 図書館お話会 PTA全体会 

12 土     休日参観日 

13 日      

14 月   個別面談週間（～３０日）  振替休業日 

15 火 眼科検診（幼、小１・２） 尿検査２次  尿検査 2次 

16 水 避難訓練、春の遠足(乳相) 
尿検査２次 

保護者勉強会（幼） 
手話学習会 

尿検査２次  

ひよこ手話勉強会 

内科検診（幼・欠席者） 

17 木 合同遠足（小） 
合同遠足（小） 
補聴器相談 

春の遠足  尿検査二次 合同遠足（小） 

18 金 
春の遠足（幼２・３）、委員会・

クラブ（小高） 
 尿検査二次  

19 土      

20 日      

21 月 
小学部朝会、春の遠足予備
日（乳相）、誕生会（幼）、 

清和小交流（小１） 

耳鼻科検診  交通安全教室 

22 火 補聴器相談  
春の遠足予備日  
補聴器相談 

眼科検診 

23 水 
春の遠足（幼１） 
合同遠足予備日（小） 

合同遠足予備日（小） 

班交流弁当（小） 
耳鼻科検診 合同遠足予備日（小） 

24 木  委員会（小）  
移動教室保護者説明会（小

２・３）、春の遠足（幼） 

25 金 
春の遠足予備日（幼２・３）、 

クラブ（小高） 
春の遠足（幼）   

26 土    休日参観日  

27 日      

28 月 
移動教室保護者説明会（小

２・３） 
避難訓練 振替休業日  

29 火 
月曜授業、誕生会（幼）、 

眼科検診（小３-６） 

心臓検診（小１） 

保護者勉強会（幼） 
 

耳鼻科検診予備日 

 

30 水 
内科検診、 
にじのお話し会（小１・２） 

尿検査予備日 

お話会（小） 
 

尿検査予備日 

クラブ（小高）、避難訓練  

31 木 尿検査予備日 歯科検診 社会見学（小重複） プール前検診 
補聴器相談  

春の遠足予備日（幼） 

企

  

５月の行事予定 

＊SSW:スクールソーシャルワーカー（東京都聴覚障害者自立支援センター） 


